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書名 著者 出版者

天使のにもつ いとう みく／著 童心社 9136 I344 5

11番目の取引 アリッサ・ホリングスワース／作 鈴木出版 9330 H204 *

平和のバトン 弓狩 匡純／著 くもん出版 31980 Y28

星の旅人 小前 亮／著 小峰書店 2891 Ｉ41 9

ある晴れた夏の朝　 小手鞠 るい／著 偕成社 9136 K349 20

サイド・トラック
ダイアナ・ハーモン・アシャー
／作

評論社 9330 A112 *

一〇五度 佐藤 まどか／著 あすなろ書房 9136 S608 2

太陽と月の大地　
コンチャ・ロペス=ナルバエス
／著

福音館書店 9630 L7 *

千年の田んぼ 石井 里津子／著　 旬報社 6162 Ｉ11

円周率の謎を追う  鳴海 風 ／作 くもん出版 2891 S343 *

 ホイッパーウィル川の伝説 
キャシー・アッペルト, アリス
ン・マギー ／著  

あすなろ書房 9330 A104 *

月はぼくらの宇宙港  佐伯 和人 ／作   新日本出版社 5389 S24 *

ＡＢＣ！ 市川朔久子／著 講談社 9136 Ｉ338

白いイルカの浜辺 ジル・ルイス／作 評論社 9330 Ｌ123 *

生きる 森越智子／著 童心社 36680 Ｍ14 *

夏の朝 本田昌子　著 福音館書店 9136 H363 *

ブロード街の12日間 デボラ・ホプキンソン　著 あすなろ書房 9330 H178

うなぎ一億年の謎を追う 塚本勝巳　著 学研教育出版 4876 T5 4

星空ロック 那須田淳 作 あすなろ書房 9136 N182 5

語りつぐ者 パトリシア・ライリー・ギフ 作 さ・え・ら書房 9330 G120

ホタルの光は、なぞだらけ　 大場裕一 著 くもん出版 4817 O9

チャーシューの月 村中李衣 作 小峰書店 9136 M499 *

フェリックスとゼルダ モーリス・グライツマン 著 あすなろ書房 9330 G114

ぼくが宇宙人をさがす理由 鳴沢真也 著 旬報社 4420 N4 2

地をはう風のように 高橋秀雄 作 福音館書店 9136 T119 2

怪物はささやく シヴォーン・ダウド 原案 あすなろ書房 9330 N57

地球の声に耳をすませて 大木聖子 著 くもん出版 4530 O4 2 *
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廉太郎ノオト 谷津 矢車／著 中央公論新社 9136 Y327 8

フラミンゴボーイ マイケル・モーパーゴ／作 小学館 9330 M141 5

キャパとゲルダ マーク・アロンソン／著 あすなろ書房 7402 C1 10

この川のむこうに君がいる 濱野 京子／作 理論社 9136 H304 9

ザ・ヘイト・ユー・ギヴ アンジー・トーマス／作 岩崎書店 9330 T92

ヒマラヤに学校をつくる 吉岡 大祐／著 旬報社 37225 Y1

わたしがいどんだ戦い1939年 キンバリー・ブルベイカー・ブラッドリー／作 評論社 9330 B226

車いす犬ラッキー 小林 照幸／著 毎日新聞出版 6456 K22 3 ◎

いのちは贈りもの フランシーヌ・クリストフ／著 岩崎書店 9560 C4

フラダン  古内 一絵 ／作   小峰書店 9136 F137 6

ストロベリーライフ  荻原 浩 ／著   毎日新聞出版 9136 O186 24 ◎

犬が来る病院  大塚 敦子 ／著   KADOKAWA 4939 O10 2

タスキメシ 額賀澪 著 小学館 9136 N412 3

ハーレムの闘う本屋 ヴォーンダ・ミショー・ネルソン 著 あすなろ書房 2893 M91

シンドラーに救われた少年 レオン・レイソン　著　 河出書房新社 9360 L27

希望の海へ マイケル・モーパーゴ　作 評論社 9330 M141 3 *

マララ　 マララ・ユスフザイ　著　 岩崎書店 2892 Y8 3 *

ペンギンが教えてくれた物理のはなし 渡辺佑基　著 河出書房新社 4817 W10

アヴェ・マリアのヴァイオリン 香川宜子 著 KADOKAWA 9136 K724

路上のストライカー マイケル・ウィリアムズ 作 岩波書店 9330 W147

生命とは何だろう? 長沼毅 著 集英社インターナショナル 4610 N7 2

歌え！多摩川高校合唱部 本田有明 著 河出書房新社 9136 H247 3

ジョン万次郎 マーギー・プロイス 著 集英社 9330 P102

宇宙へ「出張」してきます 古川聡 ほか 著 毎日新聞社 5389 F3

オン・ザ・ライン 朽木祥 著 小学館 9136 K651 2

ダーウィンと出会った夏 ジャクリーン・ケリー 作 ほるぷ出版 9330 K105 *

パスタでたどるイタリア史 池上俊一 著 岩波書店 5962 I25
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